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イゴール・ペトルシェフスキー
Igor Petrushevski is widely considered as one of the
leading violin professors in Europe. His students are
winners of international competitions including: P. I.
Tchaikovsky, N. Paganini, M. Long-Thibaud, Tibor
Varga, Rodolfo Lipizer, Indianapolis, Tokyo,
Wieniavsky, Cologne, Heifetz, Sion, Postacchini,
Joachim, Britten, Caneti, Enescu, Valsesia and
Khachaturian and are performing with Maxim Vengerov,
Krzysztof Penderecki, Vladimir Jurowski, Christian Jarvi,
Schlomo Mintz, Misha Maisky.
He is professor at the Richard Wagner Konservatorium Vienna and honorary professor of the Yerevan State
Conservatory. For 15 years he worked at the Royal
Academy of Music in London where apart from having
one of the biggest classes his students won most prizes at
the international competitions.
He has made numerous radio and television performances all over the world. Over the last 20 years
he has given master classes and played in the major concert halls of Italy, France, Austria, UK, all
of former Yugoslavia, Russia (Moscow Conservatory), Spain Reina Sophia School of Music, North
and South America, China (Beijing Conservatory), Japan and Korea.
He is artist in residence in festivals in Italy, Great Britain, Montenegro, Austria, Korea and the USA
where he also gives regular master classes in solo violin and chamber music.
Some of his current and former students are leading important orchestras in USA, Russia and UK
and are playing in major orchestras such as the Wiener Philharmoniker, Royal Philharmonic
Orchestra, Covent Garden Orchestra etc, have prominent solo international careers and are holding
teaching posts in universities all over the world.
He is Director of the ‘International Academy of Vienna’. A documentary film about his life and
work has been broadcast in over 20 countries.
He is regularly working in the important festivals such as: The Santander Festival, Mozarteum
Summer Academy, Beethoven Easter Festival, The Enescu Festival, The Allegro Vivo festival. He
has been a jury member of international competitions including: The George Enescu International
Violin Competition, The London Oratory International Violin Competition, Tchaikovsky
Competition for the Young Musicians, OSAKA International Music Competition and The Aram
Khachaturyan International Violin Competition.
ペトルシェフスキーは、優れたヴァイオリン指導者としてヨーロッパで広く知られており、彼の生徒は、チ
ャイコフスキー国際コンクール、パガニーニ国際コンクール、ロン＝ティボー国際コンクール、ティボー
ル・ヴァルガ国際ヴァイオリンコンクール、ロドルフォ・リピツァー賞国際ヴァイオリンコンクール、インディ
アナ国際ヴァイオリンコンクール、ヘンリク・ヴィエニャフスキ国際ヴァイオリンコンクール、ケルン国際音
楽コンクール、ティボール・ヴァルガ シオン国際ヴァイオリンコンクール、ポスタッチーニ国際ヴァイオリ
ンコンクール、ハノーファー・ヨーゼフ・ヨアヒム国際ヴァイオリンコンクール、ロベルト・カネッティ国際ヴ
ァイオリンコンクール、ジョルジェ・エネスク国際コンクール、ヴァルセージア国際音楽コンクール等、著
名なコンクールにて入賞し、マキシム・ヴェンゲーロフ、クシシュトフ・ペンデレツキ、ウラディーミル・ユロ
フスキ、クリスチャン・ヤルヴィ、シュロモ・ミンツ、ミッシャ・マイスキーと協演している。
リヒャルド・ワーグナー音楽院(ウィーン)教授。エレバン音楽院名誉教授。英国国立音楽院で 15 年間
教鞭をとり、門下生の中から著名な国際コンクールの入賞者を輩出している。
世界各国で数々のラジオやテレビにする。20 年以上にわたり、イタリア、フランス、オーストリア、イギリ
ス、旧ユーゴスラビア、ロシア(モスクワ音楽院)、ソフィア王妃高等音楽院（スペイン）、北アメリカ、南ア

メリカ、中国(北京音楽院)、日本、韓国等でマスタークラスや主要なコンサートホールでの演奏を行っ
ている。また、イタリア、イギリス、モンテネグロ、オーストリア、韓国、アメリカの音楽祭にてアーティスト・
イン・レジデンスを務める他、定期的にヴァイオリンや室内楽のマスタークラスを行っている。
門下生には、アメリカ、ロシア、イギリスの著名なオーケストラに在籍していたり、ウィーンフィルハーモ
ニー管弦楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団、ロイヤル・オペラ・ハウス管弦楽団等の主要な
オーケストラと協演したりする他、ソリストとしての国際的な地位を確立したり、世界各国の大学にて教
鞭をとっている。
インターナショナル・アカデミー・オブ・ウィーン芸術監督を務める。彼の人生や仕事について語られて
いるドキュメンタリー映画は、20 か国以上で放映されている。定期的に、サンタンデール音楽祭、モー
ツァルテウム・サマーアカデミー、ベートーヴェン・イースター・フェスティバル、エネスク音楽祭、アレグ
ロ・ヴィーヴォ国際室内音楽祭等の主要な音楽祭に招聘される。また、ジョルジェ・エネスク国際コンク
ール、ロンドン・オラトリー国際ヴァイオリンコンクール、若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コン
クールや大阪国際音楽コンクール、ハチャトゥリアン国際コンクール等の国際コンクールにて審査員を
務める。

